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患者の「賢い選択」を支える看護 
 ―Choosing Wisely―（Nursing Todayブックレット 01） 

抗菌薬の過剰投与や高齢者への多剤併用､あるいはＣＴ･MRI･
内視鏡などの検査への安易な依存といった過剰医療の是正を
目指す｢Choosing Wisely｣(賢い選択)キャンペーン｡ 治療技術の
高度化･多様化､そして氾濫する情報のなかで､患者が本当に必
要な医療を受けるための｢賢い選択｣を支える看護の役割を考え
る｡ 
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